
【様式第1号】

自治体名：西原町

会計：全体会計 （単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 26,397,612   固定負債 10,775,380

    有形固定資産 25,311,510     地方債等 8,992,538

      事業用資産 16,161,872     長期未払金 -

        土地 7,445,770     退職手当引当金 827,027

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 16,459,854     その他 955,815

        建物減価償却累計額 -8,240,376   流動負債 2,091,154

        工作物 389,252     １年内償還予定地方債等 953,518

        工作物減価償却累計額 -217,601     未払金 62,635

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 132,230

        航空機 -     預り金 78,995

        航空機減価償却累計額 -     その他 863,777

        その他 - 負債合計 12,866,534

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 324,972   固定資産等形成分 27,257,876

      インフラ資産 8,947,167   余剰分（不足分） -10,600,922

        土地 1,755,560   他団体出資等分 -

        建物 776,355

        建物減価償却累計額 -399,753

        工作物 15,935,549

        工作物減価償却累計額 -9,432,769

        その他 1,770

        その他減価償却累計額 -354

        建設仮勘定 310,810

      物品 913,575

      物品減価償却累計額 -711,103

    無形固定資産 46,691

      ソフトウェア 44,981

      その他 1,710

    投資その他の資産 1,039,411

      投資及び出資金 206,343

        有価証券 48,579

        出資金 157,764

        その他 -

      長期延滞債権 167,164

      長期貸付金 -

      基金 674,856

        減債基金 44,626

        その他 630,230

      その他 -

      徴収不能引当金 -8,952

  流動資産 3,125,876

    現金預金 2,110,266

    未収金 159,861

    短期貸付金 200,000

    基金 660,264

      財政調整基金 660,264

      減債基金 -

    棚卸資産 145

    その他 -

    徴収不能引当金 -4,659

  繰延資産 - 純資産合計 16,656,954

資産合計 29,523,488 負債及び純資産合計 29,523,488

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：西原町

会計：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 -

    その他 -

純行政コスト 13,670,322

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 23

  臨時利益 -

  臨時損失 671

    災害復旧事業費 648

    資産除売却損 0

    使用料及び手数料 925,013

    その他 496,622

純経常行政コスト 13,669,652

      社会保障給付 2,090,248

      その他 70,287

  経常収益 1,421,635

      他会計への繰出金 239,494

        その他 107,505

    移転費用 9,581,529

      補助金等 7,181,500

      その他の業務費用 194,266

        支払利息 73,359

        徴収不能引当金繰入額 13,402

        維持補修費 307,441

        減価償却費 984,930

        その他 -

        その他 456,805

      物件費等 3,237,170

        物件費 1,944,800

        職員給与費 1,489,287

        賞与等引当金繰入額 132,230

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 15,091,287

    業務費用 5,509,758

      人件費 2,078,322

連結行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：西原町

会計：全体会計 （単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 16,284,937 28,160,250 -11,875,313 -

  純行政コスト（△） -13,670,322 -13,670,322 -

  財源 14,035,169 14,035,169 -

    税収等 7,547,573 7,547,573 -

    国県等補助金 6,487,597 6,487,597 -

  本年度差額 364,847 364,847 -

  固定資産等の変動（内部変動） -902,645 902,645

    有形固定資産等の増加 701,198 -701,198

    有形固定資産等の減少 -1,017,364 1,017,364

    貸付金・基金等の増加 1,001,011 -1,001,011

    貸付金・基金等の減少 -1,587,490 1,587,490

  資産評価差額 1,824 1,824

  無償所管換等 0 0

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 5,346 -1,553 6,899

  本年度純資産変動額 372,017 -902,374 1,274,391 -

本年度末純資産残高 16,656,954 27,257,876 -10,600,922 -

連結純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日



【様式第4号】

自治体名：西原町

会計：全体会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 69,112

本年度歳計外現金増減額 4,100

本年度末歳計外現金残高 73,212

本年度末現金預金残高 2,110,266

      他会計への繰出支出 239,494

財務活動収支 -786,407

本年度資金収支額 463,129

前年度末資金残高 1,573,925

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 2,037,054

    地方債等償還支出 1,170,403

    その他の支出 942,426

  財務活動収入 1,326,422

    地方債等発行収入 464,744

    その他の収入 861,678

    資産売却収入 -

    その他の収入 3,218

投資活動収支 240,142

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,112,829

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,659,194

    国県等補助金収入 350,254

    基金取崩収入 692,379

    貸付金元金回収収入 613,344

  投資活動支出 1,419,052

    公共施設等整備費支出 689,071

    基金積立金支出 729,981

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 648

    その他の支出 23

  臨時収入 -

業務活動収支 1,009,394

【投資活動収支】

    税収等収入 7,544,274

    国県等補助金収入 6,154,377

    使用料及び手数料収入 920,538

    その他の収入 445,778

  臨時支出 671

    移転費用支出 9,581,529

      補助金等支出 7,181,500

      社会保障給付支出 2,090,248

      その他の支出 70,287

  業務収入 15,064,967

    業務費用支出 4,473,374

      人件費支出 2,076,475

      物件費等支出 2,224,359

      支払利息支出 73,359

      その他の支出 99,181

連結資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 14,054,902


